
目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 （県民の豊かなくらしを支える本県の活力ある経済を持続させるため、新事業・新産業の創出や企業立地を促進します。また、経済環境の目まぐるしい変化に対応し、 

政策分野２「挑戦し続ける産業づくり」     成長していく中小企業の経営基盤の強化を進めるとともに、産業人材を育成します。） 

  
 

  

  

①新事業・新産業の創出と企業立地の促進 

目標：新規成長分野の振興と企業立地の促進、県内企業による新製品・新技術

の開発への支援などにより、地域経済の活力向上を図ります。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

3,591,679 千円 目標を達成 3 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

3,226,372 千円 目標に届いていない 0 

24 年度の取組（例） 

(1)県内企業が低炭素社会や高齢化社会などの新たな社会ニーズに対応した新製品・新技

術の開発や新産業の創出を行うためには、産学官の連携による研究開発が必要です。

そのため千葉県産業振興センターに研究開発コーディネーターを設置して、県内企業

等による研究開発事業を推進するとともに、企業相互間、企業・大学間の共同研究の

ためのネットワークの形成促進に向けて、シンポジウム、セミナーなどを開催し、多

くの方の参加がありました。 

(2)企業訪問活動や知事によるトップセールス等を通じて、国内外の企業・研究所への誘

致活動を展開しました。また、アクアライン料金の引き下げや圏央道開通に伴って高

い経済効果が見込まれる「袖ヶ浦椎の森」と「茂原にいはる」の 2 箇所の工業団地に

ついて、地元市などと協力しながら事業着手に向けた準備を行いました。 

課題 

(1)産学官の連携による研究開発を促進するためには、引き続き企業相互間、企業・大学

間をコーディネートする役割が重要です。 

(2 海外移転の加速など、国内産業の空洞化が懸念されているところですが、内需型産業

などの首都圏への立地需要は底堅い動きを見せていることから、今後も最新の企業の

投資動向に注意し、企業立地の促進を図る必要があります。 

今後の取組 

(1)産学官の連携による研究開発を促進するため、引き続き、研究開発コーディネーター

の設置やそのきっかけとなる機会として新たな社会ニーズをテーマとしたセミナーな

どの提供を行います。 

(2) 「袖ヶ浦椎の森」と「茂原にいはる」の 2箇所の工業団地について、平成 25 年度か

ら事業着手し、平行して、平成 26 年度から誘致活動に取り組み、平成 29 年度に竣工・

分譲開始することとしています。 

②中小企業の経営基盤の強化 

目標：経済環境の目まぐるしい変化に対応し、成長していく中小企業の経営基盤の

強化を進めます。地域の特性を生かした商品開発やサービス提供を促進し、

県内の地域経済の活性化を進めます。 
総括：一部の進展にとどまっています 

当初予算額 主な取組 

193,692,559 千円 目標を達成 2 

決算見込額 目標を概ね達成 2 

162,012,599 千円 目標に届いていない 3 

24 年度の取組（例） 

(1)中小・ベンチャー企業が有する技術・製品の市場性やブランド力を高めるため、優れた

工業製品を「千葉ものづくり認定製品」として新たに 15 製品を認定したほか、中小企業

の優れた技術・製品を紹介する「千葉のものづくり製品・技術展示会」を開催しました。 

(2) 海外市場を視野に入れた中小企業の海外販路開拓を支援するため、ジェトロ千葉と連携

し、492 件の貿易投資相談を実施し、貿易実務の相談や相手国に関する相談に応じるとと

もに、貿易実務の支援を希望する企業 8 社対し、商社 OB などの専門家派遣を行いました。 

課題 

(1) 本県には、高い技術力や開発力を持ち、優れた工業製品を製造している中小・ベンチャ

ー企業がたくさんあることから、多くの企業の市場性やブランド力を高めていく必要があ

ります。  

(2)原発事故の影響により、県産食品の主要輸出国は、依然として一部の県産食品の輸入を

停止しているなど、海外展開を希望する企業にとって非常に厳しい状況が続いており、県

内の貿易関係機関と連携し、県内企業のニーズを踏まえた支援を行う必要があります。 
今後の取組 

(1) 「千葉ものづくり認定製品」は概ね認定後に売上が上向いていることから、認定件数

が増加するよう、県ホームページやメールマガジンに募集案内を掲載するほか、個別に

企業訪問することにより広く周知を図ります。 

 (2) ジェトロ千葉や千葉県産業振興センターなどの関係機関と連携し、情報交換をするこ

とにより県内企業が抱える課題を的確に把握し、海外市場の情勢を注視するとともに、マ

ッチング支援や貿易実務支援など、県内企業のニーズに応じた支援を実施していきます。 

③雇用対策の推進と産業人材の確保・育成 

目標：雇用の場の創出・確保を図ります。求人と求職のミスマッチの解消に努

めるなど求職者の就労を支援します。働きやすい職場環境の整備を促進

し、地域の産業を担う産業人材の確保・育成を進めます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

8,525,512 千円 目標を達成 2 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

8,130,769 千円 目標に届いていない 1 

24 年度の取組（例） 

(1)国からの交付金を基に設置した基金を活用し、離職を余儀なくされた人に対して、雇

用の場の創出・確保を行い、雇用の維持・継続を図った結果、3,983 人の雇用創出に

つながりました。 

(2)意欲があっても就労、とりわけ正規雇用に至るのが難しい状況にある方の就業を促進

するため、若年者や離職者等を対象に「ジョブカフェちば」や「千葉県求職者総合支

援センター」で就労相談や就職支援セミナー等を行ったほか、県内各地でも（再）就

職セミナーを行うなど各種の就労支援を実施しました。 
課題 

(1)「雇用のミスマッチ」の原因とされる、若年者の職業・企業に対する理解不足、中小

企業の情報発信力不足の解消に向け、効果的な支援メニューが求められています。 

(2)各施設とも施設の近隣住民の利用が多いため、遠方の利用者の希望に応える体制の強

化が望まれています。 

今後の取組 

(1)企業と若者との交流イベントの開催や企業情報発信支援、中堅社員・若手社員向けの

セミナーの拡大など、ニーズに対応しながら事業の充実に取り組みます。  

(2)引続き若年層、女性、障害のある方、中高年齢離職者等の就業・定着支援を実施する

とともに、各施設の遠方にお住まいの方々の利便性を図るため、市町村等と連携した

出張相談やセミナーなどの実施回数を増やすなど、支援内容の充実を図ります。 

【総括】 

４つの社会目標のうち、「県内への企業立地件数」

指標以外は 24 年度の実績値がまだ判明していません

が、東日本大震災や円高の影響等もあり、「県内製造

品出荷額等」などの数値は厳しい状況であると思われ

ます。 

今後も引き続き、中小企業の経営基盤の強化や雇

用機会の創出の強化などにより県内の経済情勢の改善に取り組むとともに、新事業の創出と

企業立地の促進を図ることで、挑戦し続ける産業づくりに向けた取組を進めていきます。 

当初予算額 205,809,750 千円 

決算見込額 173,369,740 千円 

進展が図られています １ 

概ね進展が図られています １ 

一部の進展にとどまっています １ 
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≪「輝け！ちば元気プラン」３か年の総括（２２年度～２４年度）≫

３か年の総括

３年間の主な成果・課題・次期計画への反映 H22 H23 H24

①新事業・新産業の創出と企業
立地の促進

【３年間の主な成果】
・震災等の影響もあり、県内製造品出荷額等は目標に達成しない見込みですが、当施策の主な取組
である産学官連携促進やベンチャー企業・研究開発型企業の支援強化、技術の高度化・新技術の導
入促進で設定した平成24年度の指標は概ね達成できました。

【課題】
・本県の持続的な経済発展のためには、高い技術力・開発力を誇る企業の集積や、理工・医科系大
学等の最先端の研究拠点、県内各地に立地するインキュベーション施設など、本県の持つ優位な資
源を十分に活用して、新事業や新産業を育成するとともに、高い技術力を持つ企業の誘致を推進す
る必要があります。

【次期計画への反映】
・専門のコーディネーターの設置等により、企業同士や企業と大学との共同研究、マッチングを促し、
産学官の連携による新製品・新技術の開発や新産業の創出を図ります。また、企業支援制度の充
実、企業の受け皿となる新たな工業団地の整備に取り組み、企業誘致を一層推進します。

一部
進展

一部
進展

進展

②中小企業の経営基盤の強化

【３年間の主な成果】
・大震災により被害を受けた中小企業の早期再建を図るため、融資枠の拡大による資金調達の円滑
化支援、商工会・商工会議所等と連携した相談窓口の設置や専門家のサポートチームの派遣など、
関係機関と連携して総合的な支援を実施しました。
・経済のグローバル化に対応した中小企業の事業展開を支援するため、ジェトロ千葉等関係機関と連
携して、県内企業のニーズを踏まえた国際見本市への出展支援や専門家による海外取引支援等を
行いました。

【課題】
・経営革新計画承認件数が目標に達しませんでした。これは、厳しい経営環境の中、企業経営の安
定が優先され、経営者の新たな事業活動への取組意欲が抑制されたものと考えられますが、経営基
盤の強化のためには経営革新制度は有効な手段であることから、これまで以上に計画の作成支援な
どが求められます。また、中小企業やベンチャー企業の販路開拓に向け、市場性やブランド力を高め
ていく必要があります。

【次期計画への反映】
・大きく変革する時代に対応し、経営力を強化しながら新たな事業展開を目指す中小企業を支援する
ため、ワンストップの相談体制を充実させるとともに、必要な融資枠の確保と制度の周知に努め、資金
調達の円滑化を図ります。また、「ものづくり認定製品」の認定・周知や、「ものづくり技術展示会」の開
催により販路開拓への支援を実施します。

一部
進展

概ね
進展

一部
進展

③雇用対策の推進と産業人材
の確保・育成

【３年間の主な成果】
・国からの交付金を元に設置した基金を活用し、離職を余儀なくされた人に対し、雇用の場の創出・確
保を目指した結果、雇用創出人数は、計画実施前の平成21年度と比べて、増加を図ることができまし
た。県の就労支援施設利用者数や職業訓練受講者数は増加傾向にあり、求職者等への就労支援・
職業能力開発を通じた雇用創出件数も毎年順調に増加していることから、概ね進展しました。

【課題】
・基金事業は、平成26年度以降の事業開始が認められていないことから、基金事業終了後の雇用対
策に関する財源の確保が課題です。また、県の就労支援施設の利用については全体の利用者数は
目標を大きく上回りましたが、各施設とも依然として近隣住民の利用が多いため、遠方の利用希望に
応える体制をより強化していくことが課題となっています。

【次期計画への反映】
・引き続き、雇用の維持・雇用機会の創出のための事業を継続することとし、県の就労支援施設の利
用についても、地域の状況や求職者のニーズにあった支援を実施していきます。

一部
進展

一部
進展

概ね
進展

基本目標 政策分野 施策項目

Ⅲ　経済の活性化と
交流基盤の整備

施策年度別評価結果

２　挑戦し続ける
産業づくり

政策分野の総括（まとめ）

　　経済のグローバル化による世界
規模での競争激化や、少子高齢化・
人口減少に伴う需要の変化など社
会・経済環境の様々な変化は、本県
企業の事業活動や県内の雇用情勢
にも、大きな影響を与えています。

　「挑戦し続ける産業づくり」の政策
分野では、この3年間において、中
小企業やベンチャー企業の経営基
盤や競争力強化のため、資金調達
の円滑化や技術の高度化、販路開
拓の支援等を行ってきました。中で
も、震災により被害を受けた中小企
業に対しては、融資枠の拡大や関
係機関と連携した相談窓口の設置、
専門家の派遣など、総合的な支援
に取り組みました。

　今後は、高い技術力・開発力を誇
る企業の集積や、理工・医科系大学
等の最先端の研究拠点など、本県
の持つ優位な資源を十分に活用し
て産業の育成を図るため、産学官や
企業間の連携を促進し、技術開発
への支援を、より積極的に進めるこ
とが重要です。
また、雇用創出人数は増加していま
すが、「雇用のミスマッチ」の解消、
女性や中高齢者の就業・定着支援
などに、一層取り組むことが必要で
す。
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